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群県⾼崎市下⼩⿃町1277番地

相談・⾒学
歓迎です



1.  地域包括ケアを担う地域の拠点病院です
地域医療の場では、多様な疾病構造(multimorbidity)を有し、様々な社会的環境の中で⽣
活する患者さんが、安⼼して療養・⽣活できるために、包括的・総合的な医療が求め
られています。
私たちは地域の患者さんが求めるものを包括的に提供したいという思いから、地域の
あらゆるニーズに応える「地域包括ケアシステムの拠点病院」を⽬指しています。

わたしたちの目指す「地域包括ケアシステムの拠点」とは
第⼀病院は、救急・急性期を主軸としながら、グループ内に回復期、地域包括ケ
アなどの病床、⽼健、特養などの施設、訪問診療部⾨、地域連携、介護予防に関
わる部⾨を有し、 さまざまな医療介護ニーズに応えられる地域包括ケアシステ
ムの実現を⽬指しています。どのような状況であっても、救急対応、⼊院、在宅
医療、介護サービスなど、必要な医療介護をワンストップで受けられ、「第⼀病
院があるから安⼼」と⾔ってもらえるような病院を⽬指しています。
当院で研修することで、⼀⼈の患者さんをグループ内のさまざまな場⾯で継続性
をもって診療することができ、 その⽅の⼈⽣に深く⻑く関わりながら全⼈的医
療の幅を広げていく事ができます。
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当院の特徴
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2. 患者さんの人生をみる総合診療
急性期医療を主軸としながら、併存疾患の管理、⽣活機能の維持、社会的調整、チー
ム医療のマネジメントといった、包括的なマネジメント能⼒を有し、 広い視野で地域
の問題解決に寄与できる「地域に必要とされる総合診療医」の育成を⽬指しています。
「患者さんの⼈⽣をみる総合診療の学び舎」として、経験豊富な総合診療専⾨医・指
導医とともに地域に求められる診療を実践できます。未経験の先⽣・他科・専⾨科の
先⽣でも、専⾨性を活かしながら学べ、安⼼して臨床の幅を広げられる環境です。
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当院の特徴

救急・急性期 在宅医療回復期

3. 病院総合診療専門医 基幹プログラム (NEW!)

当院は⽇本病院総合医学会認定施設で、2023年度より「病院総合診療専⾨医研修プロ
グラム」（フェローシップ）の基幹施設として承認されました。
当院のプログラムの特徴は「地域包括ケアシステム」の中で実践する「⼈⽣をみる総
合診療」です。1 on 1での指導と症例ごとの振り返りで学びを深め、専攻医の先⽣ごと
のこれまでの経験・個性・希望を⼤事にしながら、地域で求められるリーダーとなる
ためのプログラムを⼀緒に組み⽴てていきます。⼀施設内にさまざまな機能があるた
め、研修が⼀箇所で完結するのも特徴です。⾒学・相談も随時歓迎しています。

※⽇本病院会総合医の認定研修も⾏っています。研修ご希望の先⽣は別途ご相談ください。また開業前
地域研修(3年〜）も承っています。

チームで訪問困ったら皆で相談

地域包括
ケア

システム

人生を
みる

総合診療×



4. 結束力があり、面倒見の良い温かい組織
温かく⾯倒⾒がよい先輩や上司が多く、職員同⼠の仲が良い病院です。現在はコロナ
で⼀時中断していますが、職員の⼦供が主役の運動会、伊⾹保温泉での忘年会など、
楽しい⾃由参加イベントもたくさんあります。気の良い仲間に囲まれ、気持ちよく仕
事に臨める環境です。
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当院の特徴

運動会

伊⾹保忘年会 院内コンサート（群⾺交響楽団）

各種部活動（バレー部は全国⼤会準優勝）

職員旅⾏

こども看護師体験など社会とのつながりイベント



5. 診療に集中できる環境
医師や専⾨職が診療に集中し、⽬の前の患者さんと向き合えるような質の⾼い医療を
提供したい。そのためにはタスクシフトが必要と考え、看護師・事務などのスタッフ
が診療補助などを⾏って医師の業務サポートし、医師が診療に集中できる環境を整備
しています。
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当院の特徴

連携室 事務

私たちがお⼿伝いします！

院内保育園

6. ワークライフバランスの取れる環境
複数の常勤医体制、柔軟な勤務体制など、メリハリを持って仕事ができます。中堅〜
若い職員からベテランまで、みんなで協⼒しながら働きやすい環境です。
また併設保育園、病児保育があり、⼩児科医、保育⼠が在籍しているので安⼼して勤
務することができます。ママさんスタッフが活⽤しています。



1. チーム医療
栄養サポートチーム（NST）、医療安全対策チーム、認知症プロジェクトチーム等、多
職種で構成するチームが組織横断的に活躍しています。病院で取組む必要があること
には、職種の垣根を超えて⼀丸となって取り組む⽂化です。

第⼀病院

6

当院の取組み

院内講習 実技研修外部講師の講演会

2. 教育
外部・内部講師による講演会や講習などで、各職種が⽇々研鑽を積んでいます。
看護部ではオンライン研修システムも導⼊しました。技術を習得するだけではなく、
⼀⼈⼀⼈のより良い医療者⼈⽣をともに考え成⻑を応援するため、意⾒を取り⼊れな
がら随時updateしています。

3. カンファレンス
毎週⽉曜に診療カンファレンスを⾏っています。外科や⼩児科など様々な専⾨科が⾃
由に参加し、教育的な症例や相談症例について、和やかな雰囲気の中ディスカッショ
ンを⾏っています。その他、リハビリカンファレンス、在宅カンファレンスなど、他
職種ともフラットに話し合える機会を多く設けています。

4. 研修医受け入れ
毎年他院から研修医の先⽣の地域医療研修を受け⼊れています。将来の専攻や希望に
応じてオーダーメイドで研修を組み⽴てています。

5. 学会活動
学会報告や論⽂発表も積極的に⾏っています。（年間2回まで出張扱い）



6. COVID-19に対する取組み
地域の医療崩壊を⾷い⽌めるべく、
2020年1⽉のクルーズ船報道の直後、
未知な部分が多い中で情報収集を始め、
2⽉には帰国者・接触者外来と発熱外
来を開設。その後も診療体制を各職種
が⼀丸となって作り上げました。ICD
（Infection Control Doctor）やリンク
ナース達が指導を⾏い、地域のゲート
キーパーとしての役割を担っています。
地域にとって必要な使命を考え実践す
る。そして、やるなら楽しく賑やか
に！そんな病院⽂化です。
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当院の取組み

7. 認知症プロジェクトチーム＆身体拘束廃止対策委員会
これからますます⾼齢者や認知症が増えていく中で、患者さんの尊厳を⼤切にし、ポ
ジティブな診療・看護ができるように、プロジェクトチームを⽴ち上げました。他院
へ病院⾒学に⾏くことから始まり、認知症ケアのスキルアップのための基礎知識・病
態、コミュニケーション、ユマニチュード、⾼齢者体験・⾝体拘束体験などの研修を
⾏い、抑制しない認知症ケアに取り組んでいます。認知症学会指導医、研修修了看護
師が指導を⾏っています。

他院への⾒学会 ⾼齢者体験
（写真は新⼈職員）

抑制体験（写真は理事⻑）
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組織体制

常勤15名 ⾮常勤30名

常勤64名

常勤38名

常勤10名

常勤9名

常勤2名

常勤3名 ⾮常勤4名

常勤5名

常勤5名

医 師

看 護 師

准 看 護 師

理 学 療 法 ⼠

作 業 療 法 ⼠

臨床⼯学技⼠

臨床検査技師

放 射 線 技 師

薬 剤 師

当院の取組み

「理想の病院」プロジェクト
「理想の病院」とはどのようなものでしょうか。職員が暖かく迎えてくれる病院、ど
んなときでも受け⼊れ、治し、⽀え続けてくれる病院、気持ちよく働ける病院…。⼈
によって様々だと思います。理想の病院とは、そこで働くひとたちが、地域・患者さ
んに求められるものを考えながら、⼀歩⼀歩、トライアンドエラーを繰り返しながら
作っていくものと考えています。
私たちは急性期を軸に医療介護をつなぐ「地域包括ケアシステム」の実現、「患者さ
ん第⼀主義」によるあたたかい病院作りを⽬指してきました。
現在は、「総合診療の学び舎」構想、 ICT推進プロジェクトを計画中です。まずグルー
プ内の特養で、タブレットやセンサー等使った記録と情報共有の効率化、⾒守りなど
の介護のICT化を実現しました。
先⽣の「理想の病院」はどのような病院でしょうか？まずは私たちに教えてください。
⼀緒に夢を⾒、実現を⽬指して頂ける⽅の応募をお待ちしています。

COLUMN

「病棟に専念したい」、あるいは「病棟、外来、在宅医療をシームレスに診たい」
地域包括ケアを担う病院だからこそ可能な多様な働き⽅があります。

多様な働き⽅ができます
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医師・スタッフ紹介

院⻑ 佐藤 和徳
［消化器外科］

明るく楽しく仲良くが⼀番！皆がひとつのチームを作り、
前向きな気持ちで医療者としての責務を果たしています。

⽇本外科学会認定医
⽇本消化器外科学会認定医
⽇医認定健康スポーツ医

応募者・⼊職者への⼀⾔

副院⻑ ⽥村 耕成
［内科・総合診療］

地域に愛される病院で切磋琢磨し、地域に頼られるジェ
ネラリストになろう。

⽇本内科学会認定内科医・総合内科指導医
⽇本病院総合診療医学会指導医、評議員
⽇本プライマリ・ケア連合学会認定プライマリ・ケア指導医
Member of American College of Physicians
⽇本⽼年医学会認定⽼年病指導医

応募者・⼊職者への⼀⾔

理事⻑ 佐藤 泰然
［消化器外科、外科系総合診療］

患者さんや仲間を⼤事にしていただける先⽣、志を共に
して頂ける先⽣をお待ちしています。
伸び伸びとした環境の中で、先⽣の⼒を存分に発揮して
頂けるようサポートしてまいります。

⽇本外科学会専⾨医
⽇本病院会病院総合医指導医
⽇本病院総合診療医学会認定医

応募者・⼊職者への⼀⾔
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医師・スタッフ紹介

[⼩児科、検診]

患者さんにとってベスト
の医療サービスは何か、
対話を⼤切にしながら応
えていく病院です。ぜひ
仲間になってください！

医師

[呼吸器、緩和医療、総合診療]

「学び舎」でもあり「もう⼀つの我が家」でもある。
先⽣にとってそんな病院になりますように。幅広い
視点で地域を守る、愛され主治医を志す先⽣、⼀緒
に学んでいきましょう。

医師

第⼀病院看護部は⼈と⼈
のつながりを⼤切にし、
地域に信頼される看護を
⽬指しています。みんな
明るく仲良くアットホー
ムな職場です。先⽣⽅を
お待ちしています。

看護部総師⻑

話しかけやすい先⽣ばか
りで、各職種も連携しや
すいです。⾃分のペース
で居⼼地よく働ける職場
です。

看護師

明るく雰囲気の良い職
場で、新⼈の私でも働
きやすいです。先⽣⽅
をサポートします。何
でも⾔ってください！

看護師

迅速かつ正確なサポート
を⼼掛け、明るく元気な
事務員が先⽣をお待ちし
ております！

事務

急性期から慢性期まであらゆ
る病期を経験でき、医師・ス
タッフ間の顔の⾒える連携が
特徴です。リハ専⾨医も在籍
し研究も⾏っています。⼀緒
にお仕事ができるのを楽しみ
にしております。

リハビリ

⼀⼈の患者さんと⻑く付き合
うことができ、疾患だけでな
く背景を含めた患者さんま
るごとを深く知ることがで
きます。連携室⼀同、⾼崎
医療圏を網羅する情報⼒でお
⼿伝いします！

社会福祉⼠
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Q&A

Ｑ．内科は総合診療のみですか？
専門科として勤務することはできますか？

A. 地域の病院では幅広い疾患の⽅が来院・⼊院されますので、⼀般内科として柔軟な
対応をしていただける先⽣を主に募集しておりますが、透析や循環器など、専⾨性
を活かして活躍されている先⽣もおられます。
多様なキャリアの先⽣を歓迎しております。どうぞ⼀度相談ください。

Ｑ．専門科から総合診療にキャリアチェンジはできますか？

A. 勿論歓迎です。⾼度急性期等での専⾨科キャリアから、⼀般内科・地域医療へキャ
リアチェンジ・リスキリングなど、新たに診療の幅を広げ、横断的な知識を習得し、
新しいキャリアに対し⾃信と誇りを持ってともに成⻑していけるよう、指導医をは
じめ医師・スタッフが全⼒で応援します。ぜひご相談ください。

Ｑ．募集要項以外の働き方は難しいでしょうか？

A. キャリアや希望に応じ、個別に対応いたします。お気軽にご相談ください。

Ｑ．病棟、外来、訪問診療、勤務はどんなバランスでしょうか？

A. 内科の標準コースは病棟中⼼ですが、訪問診療に携わりたい、救急対応に重点を起
きたいなど、できる限り希望に沿った勤務が可能です。
地域のためには病院全体が患者第⼀に機能することも⼤事ですが、個々の職員が幸
せであること、仲間とともに成⻑していけることも⼤事に考えています。
先⽣のキャリア、価値観、⼤事にされたいことなどについて、ぜひお話を聞かせて
ください。

Ｑ．病院総合診療専門医の資格取得について興味があります。

A. ⽇本病院総合診療医学会の「病院総合診療専⾨医」（基幹プログラム）が⼀施設内
で取得可能です。同学会の専⾨医・指導医（評議員）が在籍し、教育に⼒を⼊れて
います。エントリー⽅法や研修内容などは学会規定に準じますが、興味のある⽅は
⼀度お問合せください。
また、⽇本病院会総合医プログラムも提供しています。
総合診療専⾨医取得後の先⽣はもちろん、未経験の先⽣でも、急性期・救急から回
復期・在宅までバランス良く、指導医のもとで地域包括ケアを学ばれたい先⽣はぜ
ひ⼀度ご相談ください。



名称 特定医療法⼈ 博仁会第⼀病院

住所 群⾺県⾼崎市下⼩⿃町1277番地

電話番号 027-362-1811

ＦＡＸ番号 027-362-1897

理事⻑ 佐藤 泰然

院⻑ 佐藤 和徳

許可病床数
193床（⼀般病棟83床、回復期リハビリテーション病棟47床、
特殊疾患病棟47床、地域包括ケア病床16床）

診療科⽬
外科、内科、胃腸科、⽪膚・泌尿器科、整形外科、リハビリ
テーション科、脳神経外科、肛⾨科、⿇酔科、⻭科、放射線科、
循環器外科、⾎管外科、循環器内科、⼈⼯透析内科

指定・届出 労災保険指定病院、救急医療告⽰病院

認定・教育施設
臨床研修協⼒施設、⽇本病院総合診療医学会認定施設、
⼀般財団法⼈⽇本⽼年医学会認定施設、⽇本整形外科
学会研修施設等

受付時間
午前 8：00〜12：00 午後 12：00〜17：30
（⽔曜⽇は午前のみ、午後休診）

診療時間
午前 9：00〜13：00 午後 14：00〜17：30
（⽔曜⽇は午前のみ、午後休診）

休診⽇
⽇曜・祝祭⽇・⽔曜⽇午後・年末年始
※但し、急患は２４時間受付致します。

第⼀病院
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病院概要



特定医療法⼈博仁会第⼀病院
群⾺県⾼崎市下⼩⿃町1277番地

TEL 027-362-1811
FAX 027-362-1897

医師採⽤に関するお問合せ
hasegawa@daiichi-hp.or.jp
担当：⻑⾕川（⼈事部）
makikotakeyasu@gmail.com

佐藤（医師）

ご不明点・ご質問がございましたら、お気軽にご連絡下さい。

mailto:makikotakeyasu@gmail.com

